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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 200,000,000

計 200,000,000

② 【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末

現在発行数(株)
(2019年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2019年11月11日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 47,172,160 47,172,160
東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数100株

計 47,172,160 47,172,160 ― ―

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

　2019年７月１日～
　2019年９月30日

－ 47,172,160 － 7,205,864 － 6,892,184
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(5) 【大株主の状況】

2019年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式
(自己株式
を除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社

東京都中央区晴海１丁目８－11 3,758 9.29

ＩＰＣ株式会社
大阪府大阪市西区京町堀１丁目10番12号
201

2,881 7.12

野村信託銀行株式会社 東京都千代田区大手町２丁目２－２ 2,136 5.28

日本マスタートラスト信託銀行株式
会社

東京都港区浜松町２丁目11番３号 1,888 4.66

ＪＰ ＭＯＲＧＡＮ ＣＨＡＳＥ Ｂ
ＡＮＫ
（常任代理人 株式会社みずほ銀行)

２５ ＢＡＮＫ ＳＴＲＥＥＴ， ＣＡＮＡ
ＲＹ ＷＨＡＲＦ， ＬＯＮＤＯＮ， Ｅ１
４ ５ＪＰ， ＵＮＩＴＥＤ ＫＩＮＧＤＯ
Ｍ
（東京都港区港南２丁目15－１ 品川イン
ターシティＡ棟）

1,499 3.70

有限会社ＫＤアソシエイツ
大阪府大阪市西区京町堀１丁目10番12号
201

1,400 3.46

ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＢＡＮＫ
ＡＮＤ ＴＲＵＳＴ ＣＯＭＰＡＮＹ
（常任代理人 株式会社みずほ銀行)

Ｐ．Ｏ． ＢＯＸ ３５１ ＢＯＳＴＯＮ
ＭＡＳＳＡＣＨＵＳＥＴＴＳ ０２１０１
Ｕ．Ｓ．Ａ．
（東京都港区港南２丁目15－１ 品川イン
ターシティＡ棟）

1,311 3.24

橋 田 麗 子 兵庫県西宮市 1,232 3.04

ＮＳＤ従業員持株会 東京都千代田区神田淡路町２丁目101番地 1,195 2.95

ＲＢＣ ＩＳＴ
（常任代理人 シティバンク、エ
ヌ・エイ東京支店)

７ＴＨ ＦＬＯＯＲ， １５５ ＷＥＬＬＩ
ＮＧＴＯＮ ＳＴＲＥＥＴ ＷＥＳＴ Ｔ
ＯＲＯＮＴＯ， ＯＮＴＡＲＩＯ， ＣＡ
ＮＡＤＡ， Ｍ５Ｖ ３Ｌ３
（東京都新宿区新宿６丁目27番30号）

1,083 2.67

計 － 18,386 45.47

(注) １．千株未満及び発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は小数点以下３桁目を切り捨

てて表示しております。

２．当社は、自己株式6,736千株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。

３．2019年７月１日付で株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループが提出した大量保有報告書の変更報告書

において、2019年６月24日現在で、株式会社三菱ＵＦＪ銀行ほか２社が、それぞれ以下のとおり株式を所有

している旨が記載されておりますが、当社として当第２四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確

認が出来ませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

（千株）
株券等保有割合

（％）

株式会社三菱ＵＦＪ銀行
東京都千代田区丸の内２丁目
７番１号

2,035 4.31

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内１丁目
４番５号

942 2.00

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
東京都千代田区有楽町１丁目
12番１号

136 0.29
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2019年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
普通株式 6,736,900

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

401,810 ―
40,181,000

単元未満株式
普通株式

― ―
254,260

発行済株式総数 47,172,160 ― ―

総株主の議決権 ― 401,810 ―

(注) １．「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」の欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式がそ

れぞれ400株(議決権４個)及び18株含まれております。

２．「単元未満株式」には自己保有株式24株が含まれております。

② 【自己株式等】

2019年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数(株)

他人名義所有
株式数(株)

所有株式数の
合計(株)

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

(自己保有株式)

株式会社ＮＳＤ
東京都千代田区神田淡路町
２丁目101番地

6,736,900 ― 6,736,900 14.28

計 ― 6,736,900 ― 6,736,900 14.28

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。


